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（午後２時 00 分  開会） 

○議長（三木 静夫君）   それでは皆さん、こんにちは。本日は何かとご多忙の中、

お集まりいただきましてありがとうございます。開会に先立ち、事務局長に議員の出

席状況を報告させます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   本日の会議のただいまの出席議員は 13 名でございま

す。以上で報告を終わります。 

○議長（三木 静夫君）   ただいま報告させましたとおり、出席議員は定足数に達し

ておりますので、これから北河内４市リサイクル施設組合議会平成 18 年第 2 回定例

会を開会いたします。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  開会に際し、管理者からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受け

いたします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）   開会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

  本日は北河内４市リサイクル施設組合平成 18 年第 2 回定例会を招集させていただき

ましたところ、議員各位におかれましては何かとご多用の中をご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。 

  さて、（仮称）北河内４市リサイクルプラザの建設工事が、年内にも着工できる運び

でございます。施設の設計につきましては、周辺地域住民の方々の参加をいただいて

組織いたしております北河内４市リサイクル施設環境保全推進連絡協議会の場でご論

議をいただき、周辺環境との調和、安全性を考慮し、特に環境に配慮した設備を備え

ることとしておりますとともに、排出空気の状態を外部から確認できるような設備を

設けて、施設運営の透明性の確保も行うことといたしております。また、施設の建設

工事にあたりましては平成 20 年 2 月からの施設の本格稼働を目指して、安全を第一に

円滑かつ着実に遂行してまいる所存でございます。 

  本日の案件は、平成 17 年度の歳入歳出決算の認定について、及び組合議会の議員そ

の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてのご審議、並び

に一般質問を予定いたしております。 

  提案案件につきましては、上程の際、担当よりご説明させていただきますので、議

員各位におかれましては慎重審議の上、ご協賛賜りますようお願いを申し上げまして、

開会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 
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○議長（三木 静夫君）   次に本定例会の会議録署名議員の指名を行います。会議録

署名議員は谷巖議員と石村淳子議員の 2 名を指名します。 

  日程第１、議席の指定を行います。このたび新たに組合議会議員となられた交野市

派遣議員の谷巖議員に 12 番の議席を、前波艶子議員に 13 番の議席を指定します。な

お、配席表はお手元に配布しているとおりでございます。 

  日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、

本日 1 日としたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三木 静夫君）   ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日 1

日と決定いたしました。 

  この際、諸般の報告をします。平成 18 年 7 月 7 日から平成 18 年 11 月 23 日までの

諸会議の報告につきましては、お手元に配布しております報告書のとおりでご了承い

ただきますよう、お願いいたします。 

  日程第３、認定第１号 平成 17 年度北河内４市リサイクル施設組合歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。辻課長代

理。 

○課長代理（辻 康明君）   ただいまご上程いただきました認定第１号 平成 17 年

度北河内４市リサイクル施設組合歳入歳出決算の認定につきまして、その内容をご説

明申し上げます。議案書の 1 ページをお開き願います。 

  本決算認定は、地方自治法第 292 条において準用する同法第 233 条第３項の規定に

より監査委員の意見を付して認定に付するものでございます。 

  平成 17 年度決算の概要といたしましては、施設建設に向けた準備として、平成 16

年度からの繰越事業でございます用地の取得や造成設計業務を実施し、また国による

循環型社会形成推進地域計画の承認、北河内４市リサイクル施設環境保全推進連絡協

議会の発足及び協議会の開催などを行ってまいった次第でございます。 

  今後とも、事務執行にあたりましては、適正かつ的確に対応するとともに、構成４

市の財政状況も勘案し、合理的・効率的な財政運営に努めてまいりたいと考えており

ます。 

  それではお手元の歳入歳出決算書に基づき順次ご説明申し上げます。 

  初めに決算書の 6 ページ、実質収支に関する調書をお開き願います。 

  歳入総額は 4 億 1005 万 7000 円でございまして、一方、歳出総額は 4 億 754 万円で
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ございます。その結果、歳入歳出差引額は 251 万 7000 円でございます。翌年度へ繰り

越すべき財源はございませんので、実質収支額は 251 万 7000 円でございます。これを

全額平成 18 年度へ繰り越しいたしまして平成 17 年度決算を終了させていただいた次

第でございます。 

  ご参考までに、現計予算額に対する執行率は、歳入では 68％、歳出では 67.6％とな

っております。 

  続きまして 7 ページ以降の歳入歳出決算事項別明細書によりまして、主な決算内容

についてご説明を申し上げます。8 ページ、9 ページをご覧ください。 

  まず歳入でございますが、１款 分担金及び負担金、収入済額 7202 万 3024 円、内

訳といたしまして枚方市負担金 1916 万 5434 円、寝屋川市負担金 1837 万 7942 円、四

條畷市負担金 1720 万 6226 円、交野市負担金 1727 万 3422 円でございます。 

  次のページ、10 ページ、11 ページをお開き願います。 

  ２款 国庫支出金、収入済額 196 万 8000 円、内容といたしましては廃棄物処理施設

整備費国庫補助金でございまして、補助基本額 393 万 7500 円につきましては、造成設

計業務の委託料でございます。補助率は 2 分の 1 でございます。 

  続きまして３款 諸収入、収入済額 4 万 8856 円につきましては、組合預金利子でご

ざいます。 

  ４款 組合債、収入済額 3 億 760 万円につきましては、用地購入に対する一般廃棄

物処理事業債でございます。 

  次のページ、12 ページ、13 ページをお開き願います。 

  ５款 繰越金、収入済額 2841 万 6399 円につきましては、前年度繰越金でございま

して、繰越事業費繰越財源充当額が 2609 万 9850 円、平成 16 年度の決算剰余金が 231

万 6549 円でございます。 

  歳入合計といたしましては、収入済額 4 億 1005 万 6279 円でございます。 

  続きまして歳出につきましてご説明申し上げます。14 ページ、15 ページをお開き願

います。 

  １款 議会費、予算現額 321 万 5920 円、支出済額 301 万 2794 円、主な内容といた

しましては議員報酬 199 万 3125 円、行政視察などの費用弁償 75 万 3920 円、会議録作

製に伴います筆耕翻訳料 25 万 2000 円などでございます。 

  ２款 総務費、予算現額 6631 万 6000 円、支出済額 6419 万 1122 円、内容につきま

しては目ごとにご説明申し上げます。 
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  １項 総務管理費、１目 一般管理費、予算現額 6602 万 4000 円、支出済額 6398

万 7589 円、主な内容といたしましては特別職報酬 85 万 8000 円、次のページに移りま

して委託料、訴訟委任に対する着手金が 35 万円、派遣職員人件費負担金 6037 万 1727

円などでございます。 

  ２目 公平委員会費、予算現額 4 万 9000 円に対しまして支出済額が 0 円で、全額不

用額でございます。 

  次に 18 ページ、19 ページをお開き願います。 

  ２項 監査委員費、１目 監査委員費、予算現額 24 万 3000 円、支出済額 20 万 3533

円、内容といたしましては監査委員報酬でございます。 

  続きまして３款 衛生費、予算現額 5 億 2449 万 2450 円、支出済額 3 億 3782 万 5472

円、主な内容といたしましては委託料の整備計画書策定等業務委託及び造成設計業務

委託で 3003 万 7350 円、公有財産購入費 3 億 762 万 5538 円などでございます。 

  次のページ、20 ページ、21 ページをお開き願います。 

  ４款 公債費、予算現額 824 万 7000 円、支出済額 251 万 437 円、内容といたしまし

ては償還金利子及び割引料、組合債利子・一時借入金利子が 251 万 437 円でございま

す。 

  歳出合計といたしましては、予算現額 6 億 273 万 850 円、支出済額 4 億 753 万 9825

円でございます。 

  続きまして 23 ページをお開き願います。 

  財産に関する調書でございますが、１公有財産（土地）につきましては、（仮称）北

河内４市リサイクルプラザ建設用地として 4840.07 ㎡の増となっております。 

  以上、甚だ簡単な説明ではございますが、平成 17 年度北河内 4 市リサイクル施設組

合歳入歳出決算の説明とさせていただきます。 

  添付いたしております主要な施策の成果及び決算審査意見書をご参照賜りまして、

何とぞよろしくご審議の上、ご認定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三木 静夫君）   これから質疑に入ります。なお、会議規則により質疑の回

数は 3 回を超えることができませんので、よろしくお願いいたします。順次、質疑を

許します。松尾議員。 

○９番（松尾 信次君）   寝屋川の松尾信次です。2 点ほどお聞きしたいと思うんで

すが、１つは専門委員会の経費とも関連するんですが、昨年 4 月 25 日に寝屋川市立

中央公民館におきまして専門委員会による市民説明会というのが行われました。この
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説明会では藤田委員長の方から約 50 分にわたりまして専門委員会報告書が説明をさ

れて、施設の安全性に問題がないという報告がありました。しかし同時に、2 人の専

門委員の方からはむしろ逆に安全性に問題があると、代替案の検討が必要であるとい

う意見も出ました。 

問題は、この報告に基づいて参加者の質疑、意見があったんですけれども、40 分程

度の質疑がありまして、そしてこの質疑が打ち切られたと。たくさんの皆さんが発言

をしたいということで求められていたにもかかわらず、事務局が質疑を打ち切って、

不安や懸念はある程度理解を得られたと、こういう一方的なまとめを行って、説明会

を打ち切ったわけです。私はこの点では非常に問題があると思いますね。数多くの住

民の皆さんがぜひ質疑をしたいというふうに言われているにもかかわらず、一方的に

打ち切ることについては大きな問題があると考えますが、特にこの点で 1 つお聞きし

たいのは、こういう会場の状況から考えましても、私も参加しておりましたけれども、

多くの皆さんがもっと意見を言わせてほしいと、あるいは聞きたいということである

にもかかわらず、不安や懸念はある程度理解が得られたんだというふうなまとめをさ

れたわけですけれども、全くこれは根拠がないと私は思うんですね。その点はどのよ

うに考えておられるかということをまずお聞きしたいと思います。 

  もう 1 つは、この専門委員会の報告につきましてはもっと私は時間も回数もとって

十分に住民に説明をする必要があったんではないかというふうに考えますけれども、

この点につきましてもお聞きしたいと思います。 

  もう 1 点は訴訟にかかわる問題ですけれども、訴訟費用として 35 万円の着手金が執

行されておりますけれども、これにかかわってお聞きしたいと思います。予定地の周

辺の住民の皆さんが施設建設には異議を唱えていると。住民の皆さんから民間施設の

操業停止、４市リサイクル組合の施設の建設の差し止めを求める裁判が行われており

ます。なぜ裁判にまで至ったのかということについてどのように考えておられるか。

この点をまずお聞きしたいと思います。 

  それと私は住民がこうした施設の建設に対して納得していないこの大きな理由とし

て、１つは行政が説明責任を果たしてこなかったこと、これが大変大きいというふう

に考えております。４市リサイクル組合の今回のリサイクル施設については、構成４

市が計画を決めながら説明責任を果たしてこなかった。その上に本施設組合を作られ

て、建設のための事務を一路推進したことに大きな問題があると考えます。本来、都

市計画法の第３条などにおきましては、行政がまちづくりの情報を住民に知らせる義
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務があると、つまり説明責任があることを明記しているわけでありますが、今回の計

画については構成４市も参加した 2001 年 8 月の東大阪ブロックごみ処理広域化計画で、

廃棄物処理施設の設置更新にあたっては早い段階で計画を公開し、広く住民から意見、

情報の募集をするなど、住民参加のもと進めることが求められると、こういうふうに

しまして、処理方法や施設場所の選定は複数案を公開し、計画の策定案にあたるとし

ているわけでありますが、今回のリサイクル施設についてはこれらのことが実施され

なかった。計画策定の段階で行政自ら決めた説明責任を果たすこと、住民合意を図る

ことをなされなかった。これが大きな問題であると私は考えますけれども、いかがで

すか。 

  以上の点につきまして答弁求めます。 

○議長（三木 静夫君）   理事者から答弁求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   松尾議員のご質問にお答えを申し上げます。 

  まず専門委員会報告書の住民説明会についてのご質問でございますが、説明会につ

きましては平成 17 年 4 月 25 日に専門委員会委員出席のもとに委員長から報告書の説

明が行われました。さらに平成 17 年 4 月 28 日には、周辺 30 自治会の役員を対象とし

た寝屋川市による専門委員会報告書の説明会が開催されております。また、組合ホー

ムページにおきましても専門委員会報告書を掲載いたしております。よって私ども組

合といたしましては、専門委員会報告書の説明が不足しているという認識はございま

せん。 

  先ほどのご質問の中で質疑が打ち切られたというお話でございます。そのとおりで

ございますけども、私どもが打ち切った理由は、質疑ではなしに主張に変わった段階

で打ち切らせていただいておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  次に裁判の件に絡みまして住民理解についてのご質問でございます。本組合としま

しては、北河内４市リサイクル施設環境保全推進連絡協議会の開催及び協議会だより

の発行、また組合ホームページを通じての情報発信、さらには事業の進捗状況や工事

の説明会などにより、住民理解を得る努力を継続して行っておるところでございます。 

  次に３点目の行政の説明責任についてというご質問でございます。私どもは組合議

会ができる前から住民の皆さんとともに実質協議会というようなものを発足させてい

ただいて、相当数の回数にわたって協議を重ねさせていただきました。残念ながらお

互いの合意を得るところまでに至っておらず、あわせて施設の建設差し止め及びリサ

イクル・アンド・イコール社の操業差し止めなどの訴訟を受けまして、今回残念なこ
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ととなっておりますけども、先に申しましたとおり私どもは住民理解を得る努力を継

続して行っているものでございます。以上でございます。 

○議長（三木 静夫君）   松尾議員。 

○９番（松尾 信次君）   この専門委員会につきましては、私は当初から審議会が開

かれても委員長が初めから早く結論を出したいと、こういう意向を示されてきたとい

うようなこともありますし、また活性炭による化学物質の除去というのが９割以上あ

るんだと、できるんだという話も、専門委員会を開く前からこういう情報が事務局に

よって流されてきたということもありまして、実際に私たちがこの専門委員会の状況

を見てますと、もう早く安全宣言をしたいと、施設建設にお墨付きを与えたいという

ような感じが率直にしました。これは否定できないと私は思うんですけどね。ただ、

この点では 2 人の委員の方が環境については安全性に問題があるという意見を出され

たわけでありますから、専門委員会で一致した結論が出なかったわけですね。なおさ

ら私はそういう点では十分にこの問題については住民の方々とやりとりをする必要

があるんじゃないかと、十分な協議が必要じゃないかということを申し上げたんです

けれども、これは 1 回やって、それで 40 分で十分だなんてことはとても私は言えな

いというふうに思うんですよね。まして質疑が終ったから、主張に変わったからなん

てこと言いますけれども、当然質疑と主張というのは一体のものでありますから、当

然分からないことを聞くと同時に意見も言うわけですから、こういうことも含めて十

分な住民理解を得る必要があるというふうに思うんですが、これでは私は答弁になら

ないと思いますから、改めてこのことにつきまして答弁を求めたいと思います。 

  それと説明責任の問題でありますけれども、組合ができるまでに協議会というよう

なことでやられたというふうに言われますけれども、主に私が申し上げたのは、そも

そもこの施設の建設の当初からの話として、実際に当該の住民の皆さんに対して、当

初平成 13 年 3 月ぐらいからこの話が出てきたにもかかわらず、3 年間ほとんど説明が

なかった。何もなかったと。実際にこの平成 16 年 3 月に構成４市の組合規約案が各議

会で審議をされるという時点ぐらいになって初めて住民が知ったという、こういう状

況ですよね。さっきも言いましたように、東大阪ブロックの計画というのは平成 13

年 8 月にできてますね。（仮称）北河内広域リサイクル共同処理事業の係る基本構想と

いうのは平成 14 年 3 月ですから、ほんとにその気になればこの東大阪ブロックの計画

に基づいて住民に説明するということが可能だったと思うんですが、これができなか

ったという、されなかったということは、私は大変大きな問題だと思います。 
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  これは主に４市リサイクル組合ができる前の話であるかもしれませんのでこれ以上

答弁は求めませんけれども、少なくともこうした住民不在で計画がどんどん決められ

てきたということが私は非常に問題であるということを改めて申し上げたいと思いま

すし、このことが裁判にも至った大きな要因であると。こういう点では私は各市の市

長さんもおられますけども、ぜひ賛成をしていただきたいということを申し上げたい

と思います。 

  この専門委員会の報告につきましては改めて答弁求めます。 

○議長（三木 静夫君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   専門委員会の報告でございますけれども、私どもは平

成 17 年 4 月 25 日に行った専門委員会報告において、すべてが言い尽くされていると

いうように認識いたしております。また、組合のホームページにおきましても先ほど

申し上げたとおり専門委員会報告書をすべて掲載して、住民の皆さんに自由に閲覧で

きるという状況にいたしておりますので、ご理解をいただくようにお願い申し上げま

す。以上でございます。 

○議長（三木 静夫君）   松尾議員。 

○９番（松尾 信次君）   そういうことを結論が出たからそれで 1 回説明して、それ

でもう説明責任を果たしたんだというふうに私はならないと思いますね。今申しまし

たように委員会の中でも意見が分かれたわけですから、当然多様な意見もあるわけで

すから、そういったことを含めてもっと慎重に私はこの問題については議論すべきだ

というふうに思うんですね。これはこの間の４市リサイクル組合の状況を見ましても、

初めに施設建設ありきと、初めに寝屋川市ありきというやり方が大きな問題だと思い

ます。したがって私は市民が何を言っても聞かない、変えないという、こんな行政の

姿勢が大きな問題だと思いますので、この点を強く改めることを求めたいと思います。

以上です。 

○議長（三木 静夫君）   ほかにございますか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（三木 静夫君）   これをもって質疑を終結いたします。これから討論に入る

のでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。松尾議

員。 

○９番（松尾 信次君）   認定第１号 平成 17 年度北河内４市リサイクル施設組合

歳入歳出決算認定について反対討論を行います。 



 9

  当該年度の予算執行の多くは施設建設のための用地購入費です。これは廃プラスチ

ック中間処理施設である（仮称）北河内４市リサイクルプラザの建設を進めるための

ものです。この施設については 8 万人にのぼる反対署名が２回にわたって集められ、

寝屋川市と寝屋川市議会に提出をされるなど、強い異論があり、住民合意がされてい

ません。施設の安全性の検証がきちんとされていない。住民の合意が得られていない。

新たな施設の建設の推進は重大な問題であり、本認定には反対です。 

○議長（三木 静夫君）   ほかに討論ありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（三木 静夫君）   これをもって討論を終結します。 

  これから認定第１号を起立により採決いたします。本件を認定することに賛成議員

の起立を求めます。 

 （賛成者 起立） 

○議長（三木 静夫君）   起立多数であります。よって本件は認定することに決しま

した。 

  日程第４、議案第４号 北河内４市リサイクル施設組合議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。理事者

から提案理由の説明を求めます。永田課長代理。 

○課長代理（永田  昌宏君）   それではただいまご上程いただきました議案第４号 

北河内４市リサイクル施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部改正につきまして、提案理由の説明を申し上げます。議案書の 2 ペ

ージをお開き願います。 

  本案につきましては、地方公務員災害補償法の改正、障害者自立支援法及び刑事施

設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴いまして、所要の整備を行うべく、本

条例の一部を改正するものでございます。 

  それでは条文の朗読を省略させていただきまして、主な改正内容についてご説明申

し上げます。3 ページをお開きください。また、5 ページから 12 ページの新旧対照表

をご参照ください。 

  第３条は、通勤の規定でございまして、第１項は、複数就業者の就業の場所から勤

務場所への移動を通勤の範囲に加えるものでございます。 

  第２項は、第１項の改正に伴う条文整備でございます。 

  第 11 条は、休業補償の規定でございまして、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する
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法律の施行に伴う条文整備でございます。 

  第 13 条は、障害補償の規定でございまして、障害の等級に関する規定の改正等によ

る条文整備でございます。 

  第 15 条は、介護補償の規定でございまして、障害者自立支援法の施行に伴う条文整

備でございます。 

  第 17 条は、障害の等級に関する規定の改正等による条文の整備でございます。 

  第 31 条は、罰則の規定でございまして、補償の実施機関又は審査会が求める報告等

に協力しない者等に対する罰金の改正でございます。 

  附則第３条、第４条、別表第１及び別表第２は、関係法令の改正等による条文整備

でございます。 

  後に附則といたしまして、第１項は、この条例は公布の日から施行するものでご

ざいます。 

  第２項及び第３項は、経過措置の規定でございます。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三木 静夫君）   これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（三木 静夫君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（三木 静夫君）   討論なしと認めます。 

  これから議案第４号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三木 静夫君）   ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第５、一般質問を行います。なお、質問者の質問時間には 15 分以内という時間

制限の申し合わせがございます。また、発言回数も 3 回まででございますので、よろ

しくお願いいたします。ただいまから順次質問を許します。まず石村議員の質問を許

します。 
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○３番（石村 淳子君）   枚方選出の石村です。一般質問をさせていただきます。 

  住民合意と疫学調査について 3 点ほどお聞きをいたします。先ほど本議案の決算の

中で、廃棄物処理施設整備の補助金が交付されることになったわけなんですが、この

補助金が交付されるにあたって循環型社会形成地域計画が国から承認されたというこ

とです。この地域計画策定にあたり国と府の意見交換会が行われています。この意見

交換会で大阪府廃棄物処理計画及び広域化地域整備計画の整合性について協議がされ

てきたのではないかと思います。この意見交換会で、特に今年 3 月の交換会では環境

省を交えての話し合いがありましたが、この話し合いの中で要点の筆記を見せていた

だきますと、安全性の調査についてはさらに行うようにという指摘もあったというふ

うに思います。この指摘された点につきまして地元合意ですね。地元住民が懸念して

いる問題点、とりわけ健康被害や安全問題など住民合意について、これらの点につい

てどのように受け止めて報告をされてきたのか、お尋ねをいたします。 

  ２つ目に、本議会の開催前に住民から提出されましたこういった資料が各会派に送

られてきていると思うんですが、リサイクル・アンド・イコール社の工場周辺の環境

調査、それから疫学調査の報告書、これが届けられました。この報告書についてお尋

ねをいたします。この疫学調査報告書を見ますと、今４市リサイクル組合が建設を行

おうとしている施設の前、既に本格操業を行っていますリサイクル・アンド・イコー

ル社が原因で健康被害が発生しているということが記載をされています。もうお読み

になった方もおられると思いますが、既に多くの住民の皆さんが激しいのどの痛みや

湿疹、それから皮膚のかゆみ、目の痛みやかゆみなど、喘息や目まい、それから体の

だるさまでも症状として出てきているということが報告されています。しかも、この

工場は試験稼働中の昨年 7 月と本格稼働しました今年の 7 月時点では明らかに工場に

近い 700ｍの範囲の住民の方の被害というのは非常に大きくなっています。この報告

書では、リサイクル・アンド・イコール社の工場が稼働したことによる住民の健康被

害は因果関係が強いというふうに示しているわけです。こうした報告書の中で言われ

ています集団発生という点で、これは本当に極めて大きな影響があるというふうに考

えていますし、市民の命と健康を守るべき立場の行政として本当に真摯に受け止める

べきではないかというふうに思います。既に操業を始めている工場からの大気汚染で

住民の健康被害が出ている以上、本組合施設の建設にあたってもこうした問題が解決

しない限り、いったん凍結すべきではないのか、見解を伺います。 

  ３つ目に、こうした被害が疫学調査として出ただけではなく、今年の 7 月にリサイ
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クル・アンド・イコール社の稼動にあたり、寝屋川市が同工場が設置した脱臭装置の

悪臭防止法に基づく 22 物質の調査を行いましたが、臭いは本格稼働をした今年 7 月よ

りも秋口に入ってどんどんどんどん悪臭が広がってきて、本年 11 月 9 日にはこの廃プ

ラ工場の臭気で警察官が出るまでひどい悪臭が漂ったというふうに聞いています。夕

方から夜中、明け方にかけて非常にそういう臭気がきつくなってきている。こういう

ことが私どもの耳にも入っています。こうした点からも考えますと、本組合施設の活

性炭使用、この活性炭の使用も悪臭対策として本当に有効なのかどうかということも

今後大きな課題になってくると思うんですね。 

  環境省が今、悪臭について、工場や畜産工場からの悪臭だけではなくて、現在は都

市や生活型と呼ばれる悪臭苦情が非常に増えてきて、今までのような悪臭防止法の制

定時から考えますと、いろんな臭いがたくさん出ていると。そういう点では 22 項目の

規制だけでは間に合わないと。その悪臭規制 22 項目の物質で除去できるのは 30％に

過ぎないということを報告しています。本来、規制悪臭に対して対策不要という誤っ

た判断を下す恐れがあると。そういう意味で悪臭規制の切り札として、人の鼻を用い

て臭気を判定する臭気指数制度というのを導入して、これを指導するようになってき

ています。この制度では、特定物質から臭気のほかに複合臭、それから規制をされて

いない物質による臭気、それを捕捉するだけではなくて、40 万といわれる多種多様な

臭いの物質に対応することが可能になります。この制度は、住民の悪臭に対する被害

感覚と一致しやすく、今、国際的にも実施されている方法であります。本組合でもこ

うした臭気指数制度を導入すべきではありませんか。見解を伺います。 

  また、リサイクル・アンド・イコール社の悪臭問題についても、寝屋川市と一緒に

なってこの制度を活用し、臭気調査の実施をすべきだと考えますが、見解を伺います。 

  以上、1 回目の質問を終わります。 

○議長（三木 静夫君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   石村議員のご質問に順次お答えを申し上げたいと思い

ます。 

  まず循環型社会形成推進地域計画意見交換会における住民合意及び安全性にかかる

指摘への対応でございます。住民合意につきましては、北河内４市リサイクル施設環

境保全推進連絡協議会の開催及び協議会だよりの発行、また組合ホームページを通じ

ての情報発信、さらには事業の進捗状況や工事の説明会などにより、住民理解を得る

努力を継続して行っております。 
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  安全性につきましては、施設建設にあたり、ピット上部や圧縮梱包機周辺、手選別

ラインなど、施設内でプラスチック類を扱うエリアの空気を吸引いたしまして、活性

炭吸着塔を通過させて排出するなど、周辺環境に配慮した設備を整えることにいたし

ております。 

  また、排出空気中のＶＯＣ濃度などを電光掲示板で表示し、施設運営の透明性につ

いても確保してまいります。 

  次に疫学調査の報告書につきましてのご質問でございますが、現時点では裁判所に

報告書が提出されたところでございまして、双方の主張等詳細が分かりませんので、

私どもは今回は言明を控えさせていただきたいと存じます。 

  次に活性炭の悪臭対策が有効なのかというご質問でございますが、活性炭吸着塔の

設置により、特定悪臭物質の規制基準を遵守いたしてまいりたいというふうに思って

おります。私どもは今回の専門委員会の報告書にございます活性炭については、普通

炭を予定しておりますが、状況によりまして添着炭等の考えも必要だというふうには

認識いたしております。以上でございます。 

○議長（三木 静夫君）   石村議員。 

○３番（石村 淳子君）   るるお答えをいただきました。2 回目の質問をさせていた

だきます。 

  まず安全性の問題、住民合意の点ですけれども、健康被害、安全性については先ほ

どおっしゃっているように環境保全推進連絡協議会で協議をしていただいて、その都

度報告をして、組合ホームページでも流しているし、説明会も行っているということ

です。しかし本環境保全推進連絡協議会は対象となる 30 自治会のうち、わずか 18 自

治会しか参加をしていないのが今の現状です。この状況で健康被害の心配、それから

安全問題に対する不安など、本当に地元合意がとれているというふうに考えるのでし

ょうか。先日、7 月 1 日に実施した事業の進捗状況の説明会についても 30 自治会の代

表が集まるはずのところ、ほとんどの方が途中で帰られたというふうにも聞いていま

す。こうした説明会の実態を見ても安全性の問題できっちりと住民の不安を解消する

努力が行われているというふうには言えないのではないかと私は思います。 

また、この環境保全推進連絡協議会の名前で４市リサイクル組合あてに環境安全対

策の意見書が出されたということも聞いています。しかし、もともと４市リサイクル

施設組合の建設とリサイクル・アンド・イコール社の操業に対して反対している住民

が現実的にいるわけですね。その周辺自治会と言いながら 初から線引きをして協議
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会の対象地域から外している自治会をつくる。そしてその環境保全推進連絡協議会自

身も組合主導で進められてきています。環境悪化というのは周辺住民すべての問題で

あります。疑問を持っている住民の声をきっちりと聞いて、意見の違いはあっても住

民に対して公平で公正な対応がなされなければならないと私は思います。 

この間、私は環境保全推進連絡協議会としての一番被害が想定される三井団地周辺

自治会が排除されている問題について何度も質問をしてきましたが、納得のいく回答

はいただけませんでした。この環境保全推進連絡協議会が安全対策の要だと、そうい

うふうにおっしゃるのであれば、やはり環境保全推進連絡協議会のあり方、もっと抜

本的に見直して、多くの住民の方の意見を取り入れるようにすべきだと思います。こ

の点については何度も質問をしてきましたし、見解が違うという答えになると思いま

すので、その点についての要望とし、意見とさせていただきます。 

  次に疫学調査の問題です。この点については裁判中でありますから言明は避けると

いうことですが、この調査書、もちろん４市リサイクル組合のトップの方も行政の方

もご覧になっていらっしゃるし、各会派の皆さんもご覧になったと思います。この疫

学調査の中でリサイクル・アンド・イコール社周辺 700ｍ以内ですね。一番近いとこ

ろに住んでおられる方の昼間在宅する人、お昼にいらっしゃる方ですね。この方の被

害が非常にひどいんですよね。のどのいがらっぽさ、それから目のかゆみ、この症状

を見ても、2,800ｍ離れておられる地域と比べると 5 倍以上の被害が出ているというこ

とですね。特に皮膚湿疹、これは 2,800ｍの遠い方に比べると 13 倍にも達するわけで

す。これは本当に驚くべき数字ではないでしょうか。しかも胸が締め付けられるとい

う症状も 4 倍近くになっているんですよ。もちろん病院にも行かれているとは思いま

すけどもね。こういう状態、目まいや息苦しさ、そういう人たちも 3 倍に達している

わけです。これではほんとに健康被害が集中的に発生しているということは、これだ

け取ってもはっきり見えてくるんではないでしょうか。もうこんなところに住んでる

と本当に健康を害してどうしようもなくなると、終の棲家だと思って、緑が豊かだと

思ってこの寝屋川市に引っ越してきたのに、これではもうどうしようもない。引っ越

しも考えているという方も出てきているというふうに聞いています。 

行政として寝屋川市がリサイクル・アンド・イコール社の工場周辺の疫学調査をき

っちりと行い、指導することが今求められているんではないでしょうか。こうした実

態調査をしない限り、本４市リサイクル組合施設そのものに対する住民の不安感を解

消することはできないと思います。住民の安全対策と本４市リサイクル組合としても
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寝屋川市と一緒になって疫学調査を実施すべきではないかと思いますが、再度見解を

求めます。 

  ３つ目に臭気指数制度についてです。市が行われた実施調査でも現在 22 項目の測定

で行われて、範囲の中で安全性については確認できるというふうに結果が出されたわ

けなんですが、しかし活性炭そのものであっても、この数字からアルデヒド、それか

らノルマルブチアルデヒドですね、この数字は活性炭を付けたとき、それから付けな

かった前と付けたときの効果、この数字でいっても脱臭効果が全くないという、逆に

増えているということも結果として出ているわけですね。そういう中で本年 11 月 9

日、あの異臭事件というのが発生したわけです。そういう意味では臭気調査というの

は活性炭でも取れないものがあるということですから、臭いという点では本当に様々

な問題がたくさんあるんだということが実態として出ているわけですから早急に行う

べきだと思います。専門家からも圧縮梱包をしている、その梱包機からも化学物質が

出るという、こういう専門家の意見がありましたね。こういう資料もいただきました。

ですからぜひとも早くこの臭気の調査というのをやっていただきたいというふうに思

います。 

大阪府のホームページでも多種多様な臭気に対応する可能性として臭気指数制度を

各市長さんの意見を聞いて導入すると、こういうふうに言われています。この臭気指

数制度は市長自身がこのことを書き込めばできるわけで、それほど難しい手続ではな

いわけです。ですから何としてもこの臭気調査、一刻も早くやっていただきたいとい

うふうに思います。再度の答弁を求めます。 

○議長（三木 静夫君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず１点目の疫学調査の件でございます。裁判所を経

由して私ども組合もその報告書については現在いただいております。お互い双方が準

備書面、いわゆる主張がまだ出されていない状況でございます。もちろんリサイク

ル・アンド・イコール社も求釈明をしているというような状況でございますので、私

どもが現段階で見解を述べる立場ではないというふうに思っております。 

  次に臭気指数でございます。臭気指数の導入についてというご質問でございますが、

まず活性炭の能力の問題が先であろうと思います。私どもが各活性炭メーカーから取

り寄せた活性炭の吸着能力によりますと、無機物については活性炭は十分に機能しな

いというのは承知いたしております。したがいまして無機物の吸着を促進するために

添着炭というようなものが開発されております。今回の施設については添着炭の使用
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をも視野に入れて、今後、臭気基準を守るよう、私どもは遵守していくということで

考えております。 

  それから臭気指数制度の導入については、これは私どもの問題ではなしに、寝屋川

市の問題というふうに認識をいたしております。以上でございます。 

○議長（三木 静夫君）   石村議員。 

○３番（石村 淳子君）   すいません。長くなりました。3 回目で恐縮です。意見だ

け申し上げておきます。 

  疫学調査については、これはもう裁判の動向ということでご意見を控えられました。

活性炭については、先ほど言われた添着炭を使用するので問題ないということなんで

すけど、活性炭もそういう意味では吸着できる部分もすべてではないというふうに私

は考えていますし、疫学調査をやはりやらなければその点についても分からない点が

たくさんあるんではないかというふうに思います。そういう意味では寝屋川市の問題

というふうにとどめるのではなく、この問題が解決しなければ本組合の施設の安全性

も確認できないということも含めまして、やはりリサイクル・アンド・イコール社の

臭気調査、そして疫学調査も含めて組合としても積極的な立場で臨んでいただきたい

というふうに思いまして、私の質問を終わります。 

○議長（三木 静夫君）   これにて石村議員の一般質問を終結します。次に松尾議員

の一般質問を許します。松尾議員。 

○９番（松尾 信次君）   それでは通告に従って一般質問を行います。 

  １つは施設建設と住民合意についてでありますけれども、構成４市の市民が（仮称）

北河内４市リサイクルプラザについてどのように見られているかと、この参考になる

市民アンケートの結果を紹介したいと思います。１つは、私ども日本共産党寝屋川市

会議員団が今年夏に行いました市民アンケート、これはもちろん市政全般についての

アンケートでありますけれども、約 4 万近い世帯の皆さんにポスティングで各戸配布

して行いました。約 1,100 世帯の皆さんから郵送で回答があったんですけれども、こ

の中で 1,017 人の段階での集計でご紹介申しますと、この北河内４市の廃プラ処理施

設について建設することを知ってますかと、こういう質問に対しまして、知ってると

いう方が 65％ですね。知らないという方が 35％、無回答が若干ありますけれども、回

答あった中では 3 分の 2 の方が知ってると、3 分の 1 の方が知らないという、こうい

う回答がありました。 

  また、施設建設の賛否というものをお聞きしたんですけれども、賛成という方が
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10％、反対が 53％、どちらとも言えないというのが 37％、これも若干無回答がござい

ますけれども、こういう結果が出ました。 

  また、もう 1 つのアンケートは日本共産党四條畷市委員会が行いました、これも同

じ夏に行った市民アンケートでありますけれども、これも約 1 万近い世帯に配布しま

して、ポスティングで行いました。約 450 人ぐらいの方の回答がありまして、約 400

人ぐらいの段階で集計したものでありますけれども、四條畷の市民の方については施

設建設を知ってるかどうかという問いに対しまして、知ってるが 35％、知らないが

65％という回答になりました。 

  また、建設に対する是非ということにつきましては、建設すべきというのが 12％、

住民合意を得てからというのが 51％、そして建設計画は中止をすべきであるというの

が 23％、分からないというのが 14％、こういう結果になっております。 

  この結果から見て共通したことを申し上げますと、1 つはこの４市のリサイクルプ

ラザについてそもそも知らない方がたくさんおられると、寝屋川でも 3 分の 1 の方々

はご存じないと、四條畷では 3 分の 2 の方がご存じないという、こういう結果が出て

います。また、賛成が非常に少ないということですね。寝屋川の場合 10％、四條畷が

12％ということで、この施設建設に賛成である方が非常に少ないということが、これ

も特徴です。 

  それともう１つは、寝屋川の場合で言いますと半分の方が反対でありますが、四條

畷の場合で言いますと約半分の方が住民合意を得てからという結果が出ておりますし、

中止しようということも合わせますと 7 割近い方々がそういうご意見を出されており

ます。しかもまたこれに加えまして、どちらとも言えないという方も結構おられると

いうこと、寝屋川の場合も 37％という数にのぼっております。これはどちらとも言え

ないというのはいろんなことがあります。まず知らない方は答えようがないという、

これは当然ありますね。また、何らかの施設が必要であるけれども、どういうふうに

やるか、あるいはどこにやるかということについては、もっと検討すべきであるとか、

あるいは住民の合意が必要であるとか、こういうご意見もたくさんありました。 

  また、このプラスチック自体についても、これを作ったり使ったりすることについ

ても元を見直すべきじゃないかと、こういうご意見もありまして、いろんな意見があ

る中でどちらとも言えないというご意見もあったわけですが、要はこのアンケート、

私はもちろんこのアンケートがすべてだというふうに申しませんし、1 つの参考資料

だと思いますけれども、今の寝屋川の市民の皆さんや、この構成４市で言いますと寝
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屋川以外の皆さんがどのようにこの問題について感じられるかと、もちろん認知度も

含めましてですね。そういう点から非常に参考になるんじゃないかというふうに考え

ますので、この結果を見ても私は今回の４市リサイクルプラザの建設については住民

合意が得られているとは言えないというふうに考えますけれども、この点について見

解をお聞きいたします。 

  もう 1 点は予定地周辺の健康被害と施設建設についてでありますけれども、この問

題につきましては 7 月の臨時会でも申し上げましたので簡単に申し上げますけれども、

この民間の施設の本格稼働に伴って健康被害や臭いの問題が起こってると。しかもこ

れは 7 月の臨時会以降にリサイクル・アンド・イコール社が脱臭装置を付けたわけで

すね。これで解決したんと言いますと、解決してないですね。苦情がむしろ増えてい

るという状況が続いております。こういう状況のもとで４市リサイクル施設組合の施

設を真向かいにつくることについては私は問題があるというふうに考えますので、こ

の見直しを強く求めたいと思います。この点につきましても改めて見解を求めます。 

  以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（三木 静夫君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   松尾議員のご質問に順次お答えを申し上げます。 

  まず住民合意が得られていないというご質問でございますが、本組合としましては

北河内４市リサイクル施設環境保全推進連絡協議会の開催及び協議会だよりの発行、

また組合ホームページを通じての情報発信、さらには事業の進捗状況や工事の説明会

などにより、住民理解を得る努力を継続して行っております。 

  次に施設建設についての周知が図られていないというご質問でございますが、施設

稼働に向けて構成４市市民の皆様方にはプラスチック製容器包装及びペットボトルの

分別排出についてご協力をお願いしていかなければなりません。今後、構成各市にお

いて広報等により分別排出の市民啓発を行っていく中で周知を図ってまいります。併

せて施設建設についてのご理解を促進していきたいというふうに考えております。 

  次に石村議員のご質問にありましたようなリサイクル・アンド・イコール社工場周

辺の健康影響調査についてのご質問でございますが、私ども先ほどもご答弁申し上げ

ましたとおり、双方の主張等詳細が分かりませんので、この時点では言及は控えさせ

ていただきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（三木 静夫君）   松尾議員。 

○９番（松尾 信次君）   今、私は２つの市民アンケートというのを実際挙げまして
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具体的にこんな結果が出ているんだと、市民の皆さんからこんな意見といいますか、

判断が出ているんだということを申し上げました。これについては答弁がなかったん

ですね。一般的に合意を得る努力をしているとか、説明を今後もしていくんだという

ふうに言われますけれども、実際に出発点として今、寝屋川の市民や寝屋川以外の市

民を含めて構成４市の市民がこの施設建設をどう思っているかということについて

何ら答弁がないんですよ。質問回数が制限されてますから、こんなんまたもう 1 回聞

くのはおかしな話ですよね。まともに答弁してください。この点をまず答弁してくだ

さい。 

○議長（三木 静夫君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   アンケート調査につきましては私ども詳細を存じてお

りません。結果を先ほどご説明あったとおりでございます。したがいまして私どもの

住民理解を得る、また施設建設に対する理解を得る努力が不足してるということであ

れば、先ほどご答弁申し上げたとおりでございます。以上です。 

○議長（三木 静夫君）   松尾議員。 

○９番（松尾 信次君）   今、私が質問したことに対してまだ答えてないですよね。

知らないから答えられないというけど、今言ったわけですよ。紹介しましたが、事前

に資料も渡してますよ。それを知らんから答えられないでは困りますね、やっぱり。

私は何回も言うように、私たちのこのアンケートがすべてだとは言いませんよ。しか

し少なくとも私たちが無作為に各戸に配布をして、そして住民の皆さんから郵送で返

ってきたわけですよ。我々が身内だけでもし、アンケートしておったんなら反対の意

見が大多数ですよ、もちろんありますよ。これはどちらとも言えない方が 4 割近くお

られるんですよ。そういう現状をありのままに言ってるんですよ。これはそういう意

味では私は今、四條畷の市民も含めて、寝屋川市民も含めてこういう状態にあるわけ

やから、賛成はわずか 1 割しかないと、これが出発点ですよ。どう考えてもこれ。こ

れをどう思うんですかということを聞いているんですからね。まともに答えてもらわ

ないと困りますよ。 

そういう点では少なくとも施設建設については、私はこの点では合意が得られてい

るとは言えないということを改めて強く申し上げておきますし、そしてまた環境の問

題についてもさっきも若干紹介がありましたけれども、寝屋川市がこの 22 項目という

限られた中で行った調査で見ましても、むしろ脱臭装置をリサイクル・アンド・イコ

ール社が付けてからアセトアルデヒドとかノルマルブチルアルデヒドについては、3
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カ所で調査をやっているんですけども、いずれも濃度が高くなってると、脱臭装置は

効果がなかったというふうに見られますしね。特にアセトアルデヒドについては、こ

れは発がん性物質であって、シックハウス症候群の原因物質といわれるものでありま

すけれども、この濃度が脱臭装置設置後 500ｍ離れた地点での測定値 34μg／㎥ですね。

これは全国的にも 高水準なんです、この数値というのは。大阪では 2～3μg／㎥ぐら

いですよ。 高は吹田の 9μg／㎥なんです。この個所はなんと 34μg／㎥もあるという

んですよ。これは、この地域は既にこうした化学物質に汚染されている可能性を示し

ていると言われているわけですからね。これもまともに私はこのことをとらえてやる

べきだと思いますし、いずれにいたしましてもこの問題については私たちが１つの例

として、これは参考例として提示しましたように、まともにこの問題については市民

の皆さんから賛成の声は非常に少ないということでありますから、このことを踏まえ

て対応することを強く求めて、質問を終わります。 

○議長（三木 静夫君）   これにて松尾議員の一般質問を終結します。次に岸田議員

の一般質問を許します。岸田議員。 

○11 番（岸田 敦子君）  四條畷選出の日本共産党の岸田敦子です。私は通告に従い

まして大きく 2 点の質問をさせていただきます。 

  まず 1 つは施設建設についてということで、1 点目、この施設から発生する化学物

質が、どのような種類がどれぐらい発生するか、予測されているのでしょうか。また、

活性炭について、どの物質をどれぐらい吸着するか。また、吸着できない物質は何か。

交換頻度を半年としていますが、その根拠となるものは何でしょうか。以上のような

調査資料はあるのかどうか、お伺いします。 

  専門委員会では、活性炭でＴＶＯＣ、総揮発性有機化合物が約 9 割除去できるとい

う結果は出ていますが、その実験の結果と今回の施設での結果が同じであると言える

のでしょうか。条件が違う中で、同じような結果になると考えるならば、その根拠と

なるものは何でしょうか。 

  大きく 2 点目には緑化についてです。施設内の緑化について、緑化の基準はあるの

ですか。また、この施設に関し基準はクリアされているのでしょうか。 

  以上、ご答弁お願いします。 

○議長（三木 静夫君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   岸田議員の質問に順次お答えを申し上げます。 

  まず発生が予測される化学物質の種類と量ということでございますが、専門委員会
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の報告書をその予測として考察しますと、模擬試験におきましては測定のために抽出

しました 28 物質のほか、未知物質も含まれているという結果でございます。しかしな

がら、いずれもごく小さな値であるとの結果が専門委員会報告書に記載されておりま

す。 

  次に活性炭についてのご質問でございますが、専門委員会の報告書の総合判断とし

て、排出空気を活性炭吸着塔を通過させることで、化学物質を 90％以上除去できると

報告されております。また、吸着できない物質につきましては、先ほどご答弁申し上

げましたように普通炭では無機物について吸着しない場合が多いということの報告が

されてます。続けて化学物質は非常に多種類に及び、現在の化学技術ではすべてを特

定することができないということから、専門委員会においてはＴＶＯＣ、いわゆるト

ルエン換算値でＴＶＯＣという形で総括をさせていただいて、圧縮試験及び活性炭に

よる除去試験を行ったものでございます。 

  また、活性炭の交換頻度につきましては、専門委員会におけるＴＶＯＣの原臭濃度

を建設工事請負業者におきまして設定いたしまして、交換頻度について接触時間と風

量により原臭濃度を活性炭吸着塔に通過させた場合、 短で半年という現在の設計と

なっております。 

  次に専門委員会の報告と施設設計の結果が同じになるかどうかというご質問でござ

いますが、建設工事の発注に際しましては、専門委員会報告書に基づく結果を施設の

設計・施工に求めております。これに合格できなければ工事完成とはならないもので

ございます。 

  また、ＴＶＯＣの 90％以上の除去についてでございますが、発注段階では施設から

の排出空気濃度を設定することができないというようなことから、専門委員会報告書

にある排出空気濃度の場合、ＴＶＯＣを 90％以上除去することを条件に付したもので

ございまして、性能保証確認といたしましては、ＴＶＯＣの除去率ではなく、施設か

ら排出される空気が一般大気の濃度以下になっているかどうかを検査・確認するもの

でございます。 

  次に緑化の基準についてのご質問でございますが、平成 18 年 4 月に改正されました

大阪府自然環境保全条例に基づいた指針では、本施設で必要な緑化面積は 632.6 ㎡必

要ということになります。今回、設計しております緑化面積は 1,047.9 ㎡であること

から、緑化面積の基準を満足する結果となっております。以上でございます。 

○議長（三木 静夫君）   岸田議員。 
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○11 番（岸田 敦子君）  ではまず物質の問題についてですけれども、専門委員会の

報告書、先ほどお答えになりました 28 物質と未知物質があるということ、アンノウ

ンということで、そういうことがいろいろ言われていたわけです。ここの中に、じゃ

あどれぐらい有害な物質があるかどうか、そのあたりが分からないということが専門

委員会の中でも問題になっていたと思いますし、また住民もそれを非常に不安に思っ

ておられます。そういった対策についても十分できるのかというような不安を住民は

お持ちです。 

まずそのことが 1 点と、そして先ほど条件が違う中で同じような結果になると考え

るならばということで、質問させていただいたお答えとして、そういう専門委員会の

報告の中身に沿ってそれに合格しなければそれは使わないと、使用しないというよう

な、そういうお答えだったと思うんですが、これは実機、実際に使う機械によるもの

ということで考えたらいいのかどうか。 

まずここをお伺いしたいのと、そして活性炭について言えば、先ほど石村議員の質

問の中でも悪臭によるものも活性炭によっては吸着するもの、しないものがあると。

その中で添着の活性炭を使うかどうか。必要があればということでおっしゃっており

ました。そういうふうにおっしゃられるように、活性炭にもいろんな種類があるんで

すね。これは杉並中継所でもトルエンは活性炭で取りやすいけれども、ベンゼンやア

セトアルデヒドは逆に増えているという、そういう結果も活性炭によっては出ている

んですね。杉並中継所では活性炭の種類を変えて、活性炭の吸着効果を活性炭の使用

前と使用後、その濃度比較をして、除去効果を考察しておられます。 

例えば 2000 年 6 月実施の調査結果では、武田薬品工業のやしがら系はさい活性炭で

すか、そういうのとか、また他社の分を使っておりました。この結果ではベンゼン、

ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンほか 10 物質で活性炭使

用後に逆に増えているというような、こういう結果も出ておりますし、こういう調査

が 2003 年、2004 年それぞれ行われていまして、活性炭によって吸着効果が違うとい

うような、そういう結果が示されているわけなんですね。活性炭は有害化学物質を除

去する手段としては万能ではないということがこの結果でも分かります。 

先ほど言いました第 1 に取りやすいものと取れにくいもの、中には活性炭を通した

方が濃度が高くなる物質があるということです。2 つ目には、これも専門委員会の中

で新品ならというようなことがいろいろ柳沢先生の方からも言われておりました。活

性炭は使用するうちに除去能力が低下するという、こういう問題もあるという指摘が
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ありました。活性炭は万能ではないからこそ調査をして対策を立てることが大事だと。

これも今若干請負業者の方で調査がされているようですけれども、要は４市リサイク

ル施設から発生する化学物質の種類また量、これが分からなければその対策効果も薄

れるというか、その対策を立てようがないという問題でもありますので、それらの化

学物質に効果のある活性炭の種類や破過時間、また価格も明らかにならないままでは、

本当に安全だという確信はできないと思います。 

それでも本当に安全だと言えるのかどうかというところでは、私もこの問題、四條

畷で何度か取り上げて、田中市長にもこの質問をしてきましたが、万全の安全対策を

ということで繰り返してこられました。しかし、いまだこの辺がはっきり分からない

ままで建設がどんどん進んできていても、この調子じゃやっぱり住民不安があるまま

ではないかということを感じます。万全な対策をというなら、その専門委員会の実験

の結果と実際の機械での結果が同じになるとは分からないということから、実際の機

械を使っての調査をやって、活性炭ももちろん引き続きやっていただいて、その結果

に見合う対策、それはどれだけ化学物質が発生するかということも含めてです。そう

いう見合う対策を図るべきだと思いますが、これについてはいかがですか。 

  また、これは専門委員会の中で出されていたモニタリングのことなんですけれども、

専門委員会報告書の検討内容 10 の中で、モニタリングを連続的、定期的に行うことと、

また得られた情報は公開し、透明な維持管理を行うことで市民の安全を守っていく姿

勢が大切であるということで、ＴＶＯＣだけでなく、トルエンなどの基準の定まった

物質もモニタリングに加えることが確認されたということで、この具体的にどうする

かという問題で、トルエンは先ほども申し上げたかと思いますが、活性炭で取れやす

いという結果が杉並中継所で出ています。環境基準が定められている 4 つの物質、ベ

ンゼン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、この 4 物質

は濃度が分かるように表示すべきだと思いますが、これについてはいかがでしょうか。 

  また、長時間の監視をということで、24 時間分かるように表示するのかどうか。こ

のあたりはどうなんでしょうか。 

  そして緑化の問題なんですが、これは市民の方から情報を提供していただいて、寝

屋川市の都市計画法開発許可制度の運用というのを見せていただきました。この中で

提案基準 11、容器包装の選別施設等を目的とする開発行為の取り扱いというその中で

第４、計画基準の 3 に、周辺環境等への配慮ということで、緩衝帯に塀を設けること

ということと、塀の外側に植樹を行い、原則、緑地率 20％以上ということになってま
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すが、景観に配慮することというふうにあります。この取り扱いの中身は、処理能力

が 1 日 5 トン未満の施設ということになっていて、４市リサイクルプラザよりはるか

に小さい施設が対象ですけれども、大きい施設だからこそより厳しい周辺環境への配

慮をすべきだと思うんです。 

リサイクル・アンド・イコール社の訴訟の中での弁護士の意見陳述をちょっと紹介

しますけれども、5 トン以上あるからこそ本来であればこうした施設の建築の場合こ

そ詳細な提案基準を定める必要がある。提案基準 11 は容器包装の選別施設等の建設を

目的とする開発行為等を対象にしているから、通常は容器包装圧縮梱包施設の建設も

またこの提案基準の対象と考えるか、少なくともそれに準じて考えるべきだというふ

うに言われています。 

その立場から言いますと、この開発行為取り扱いには、塀の外側に植樹をとありま

す。しかも緑地率 20％以上ということで、設計図では管理棟の屋上部分も緑化して、

その部分も緑化面積となっているから、大阪府の基準はクリアしているということで

今おっしゃられましたが、寝屋川市の開発行為取り扱いでは塀の外側に原則 20％の植

樹をとあって、この基準は満たされているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（三木 静夫君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   初にご質問いただきました私の前段の答弁におきま

して、今回の施設につきましては性能発注ということで私どもの仕様に求めておりま

す能力が発揮されなければ工事完成というわけではないという答弁をさせていただ

いたものでございますので、1 点目のご質問についてはご理解をいただきたいと思い

ます。 

  次に活性炭の能力についていろいろ種々ご質問ございました。基本的には活性炭の

能力につきましては、各活性炭メーカーによります吸着試験結果というようなものが

いろんなメーカーが独自に行ったものが発表されております。私どもが今回、専門委

員会で使用させていただいた活性炭につきましては普通炭でございます。普通炭でＴ

ＶＯＣとして 90％以上除去できるという結果を私どもの試験では得ております。今回

基本的に使用する活性炭については普通炭でございますが、活性炭の能力の中で無機

物質を吸着しにくい、具体的に申し上げますと硫化水素、アンモニア等はいわゆる無

機物質でございますので活性炭の吸着能力は低い、もしくはないというような状況で

ございます。これらを吸着させるために先ほど申し上げました添着炭という、要する

に活性炭に化学処理をいたしまして、そういう無機物をも吸着させる能力をもたせた
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活性炭というのがございます。今回の施設に無機物がどの程度出るのかというような

ことを勘案しながら活性炭の種類をも考慮していきたいというふうに思っております。 

  それで先ほど申し上げた実機での測定結果ということでございますが、私どもはそ

の活性炭の能力を今回具体的に電光掲示板で外に表示するということで申し上げてお

ります。これについては現在想定しているのはＴＶＯＣの量とトルエンを対象として

考えております。これによって大体全体の化学物質等の濃度については判断できると

いうふうに思っております。これは液晶表示というふうに考えておりますので、その

都度その都度のいわゆる表示でございます。 

  次に緑化面積についてのご質問でございます。私どもが先ほどご答弁させていただ

いたのは、大阪府自然環境保全条例に基づく指針ということで緑化面積を算定いたし

まして、今回 632.6 ㎡必要ということでご説明させていただきました。今回設計して

おります緑化面積は 1,047.9 ㎡あることから、具体的には 20％を超えるという状況で

ございます。しかしながら岸田議員から先ほどご質問になられた寝屋川市の提案基準

で 20％以上の緑化ということに提案基準ではなっておりますけども、この提案基準の

20％というのは具体的に何を指しているのかが私どもは承知しておりませんので、今

回、施設建設に必要な面積については 21％以上満たしているということでご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（三木 静夫君）   岸田議員。 

○11 番（岸田 敦子君）  まず活性炭に関する問題ですけれども、この問題では先ほ

どのご答弁で、専門委員会の試験では普通炭で 90％以上除去できるということが出て

いるということで、それに基づいて対策を立てていくということをおっしゃっていま

した。しかし、この試験そのものが住民の方からすれば、立ち会った方の報告によれ

ば圧縮速度の問題、また実際の圧縮工程では 1 個の梱包をつくるのに 5 回から 10 回

に分けて圧縮すると。10 回圧縮するとしたら、1 回目に入れられた分は 10 回圧縮さ

れる。その中でもっともっと発生する量は増えるかもしれない。1 回だけであとは全

く発生しないとは考えられないと。そうなると実験結果の何倍もの物質が発生すると

も考えられるというような、こういう意見書も専門委員会に出されておられまして、

この実験結果がすべてではないというような、再度やるべきだというような、そうい

う意見も以前あったと認識しております。そういうことから本当にこの専門委員会の

結果、90％以上除去できるということだけとらえて、本当に実際の機械によるもので、

実際の工程によるもので、じゃあどれぐらい活性炭が必要なのかという実験をやるべ
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きだということを私は再度申し上げておきたいと思います。 

  専門委員会報告書の柳沢意見書の中にもありますように、今、寝屋川市の空気とい

うのは非メタン系炭化水素や総揮発性有機化合物などの測定結果から、今でも汚染さ

れているということが分かっています。また、先ほど話にもありましたけれども、寝

屋川市がリサイクル・アンド・イコール社周辺の臭気測定をしたものでもアセトアル

デヒドの数値が高いというようなことで、全国調査で 2004 年に 高値になった松山市

のその数字より高いと、具体的には寝屋川市が 34μ g／㎥、34μ g／㎥に対して松山市

では 24μ g／㎥ということで、こういった全国一高いところにも上回るというような、

こういう結果が出ている中で、やはりこれ以上この空気を汚さないという対策は今の

ところ十分ではないんじゃないかと感じます。 

今、行政が行うべきことは、その健康についての疫学調査、先ほどから言われてい

たこういった問題や、リサイクル・アンド・イコール社で発生している化学物質の調

査、対策、そして圧縮梱包機の実機から発生する化学物質の種類と量の実態調査、そ

して活性炭がそれらに効果があるのかどうかについての詳細な調査を行うべきだと思

います。こうした調査、対策をしなければ住民との合意はないし、住民との合意なし

には建設を進めるべきではないということを申し上げて、私の質問を終わります。 

○議長（三木 静夫君）   これにて岸田議員の一般質問を終結します。次に扇谷議員

の一般質問を許します。扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）   議席 10 番、四條畷市の扇谷でございます。通告に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

  まず 1 点目は、その他プラスチック製容器包装等の処理フローについてお尋ねをし

たいと思います。いよいよ本施設建設に着手する段階に入ってまいりました。今後、

平成 20 年の 2 月の本施設の本格稼働に向けまして、構成各市のペットボトル及びプラ

スチック製容器包装の分別収集、搬入、そして残渣の引き取り等の事業計画の推進が

具体的な課題となってまいります。そこで、この処理フローにかかわりましてお尋ね

をいたします。 

  平成 16 年度廃棄物処理施設整備計画書には、北河内４市リサイクルプラザの計画目

標年度であります平成 22 年度の処理フロー及びフローシートが示されております。圧

縮梱包処理したその他プラスチック製容器包装及びペットボトルは指定法人に引き渡

し、鉄類は資源化業者に引き渡して資源化をする。可燃物は焼却をする。不燃物は埋

め立てると、このようにされております。ところが、本年 11 月 7 日に行われました四
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條畷市派遣議員に対します建設工事説明会では、可燃物・不燃物・鉄類はそれぞれ搬

入量に応じ、構成各市が持ち帰り、それぞれの自治体の責任で処理・処分する、この

ように説明を受けたところであります。処理フローについて整備計画書と工事説明会

の説明内容に不整合がある、このように考えます。そこで以下の点についてお尋ねを

いたします。 

  まず 1 点目は、鉄類・可燃物・不燃物の具体的な処理の考え方について、統一的な

見解をお示しいただきたい、このように思います。 

  2 点目、整備計画書では、目標年次平成 22 年度に予測されている残渣は重量比で鉄

類 0.6％、可燃物 18.4％、不燃物 1.6％とされております。がしかし、今回の説明で

は鉄類が 0.5％、可燃物が 18.0％、不燃物が 1.4％との説明を受けました。現実に構

成４市各自治体が平成 20 年度以降の残渣引き取り計画を立案する際、どの構成比率を

使えばいいのか、お示しをいただきたいと思います。 

  3 番目に、仮に四條畷市の平成 22 年度の残渣引き取り量見込みを構成各市の分別収

集量見込みと残渣構成比率から求めてまいりますと、年当たり鉄類・可燃物・不燃物

のそれぞれ引き取り量見込みは何トンになるのか教えていただきたい、このように思

います。 

  4 点目は、これらの残渣は原則毎日構成各市が引き取ることになると説明を受けて

おりますが、各ストックヤードに分別排出・貯留された鉄類・可燃物・不燃物の具体

的な搬出計画の基本的な考え方についてご説明をいただきたいと思います。また、こ

れら残渣の引き取り搬出計画の策定と調整作業の今後の進め方についてもお尋ねをい

たします。 

  次に２点目でありますが、平成 17 年度構成４市のその他プラ分別収集の動向につい

てお尋ねをいたします。基本フレームにおいて、平成 16 年度実績をベースに計画目標

年度の平成 22 年度及び平成 25 年度に至る 9 年間の予測値がそれぞれ示されておりま

す。地域計画では、平成 17 年度、ペットボトル及びプラスチック容器包装の収集予測

として、枚方市 602 トン、寝屋川市 4,207 トン、交野市及び四條畷市は０トン、この

ようになっております。そこで平成 17 年度の各市の実績について、地域計画との整合

を踏まえた進捗状況と今後の見通しについてお尋ねをいたします。 

  後に啓発パンフレットの作成についてお尋ねをいたします。平成 13 年度に容器包

装プラスチックの全戸収集を開始されました寝屋川市及びモニター地区世帯数を徐々

に拡大してこられました枚方市はともかくといたしまして、交野市及び四條畷市は平
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成 19 年 1 月以降にそれぞれモデル地区での試行を計画しております。構成４市の取り

組みにバラツキが見られるのが現状でございます。ごみの分別という極めて市民生活

と直結した事業展開に、構成４市の市民の理解と協力はその他プラスチック容器包装

ごみの分別収集成功の絶対条件であると、このように言えると思います。平成 20 年 2

月の本格稼働時には、構成４市は厚生省令が定める分別基準を遵守し、財団法人日本

容器包装リサイクル協会が定める引き取り品質ガイドラインをクリアするベールにす

る必要があります。そのためには構成４市において統一的な分別収集基準に基づく一

般家庭からの収集計画を取りまとめる必要があると、このように私は考えます。そこ

で、構成４市のすべての市民対象に、その他プラスチック製容器包装ごみの分別収集

実施に向け、啓発パンフレットの作成が必要と考えますが、この点に関し、以下お尋

ねをいたします。 

  まず 1 点目は、啓発パンフレットは作成する計画があるのでしょうか。作成すると

したら、共通パンフレットを作成するのか、それとも各市独自で作成するのか、いず

れを考えているのでしょうか。また、現段階で想定しておられるパンフレットの構成

内容についてお尋ねをいたします。 

  2 点目は、啓発パンフレットの原稿の作成、印刷の発注、各市への納入、そして各

市市民配布等の具体的なスケジュールについてお尋ねをいたします。 

  以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三木 静夫君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   扇谷議員のご質問に順次お答えを申し上げます。 

  まず選別残渣の処理の考え方についてでございますが、基本的には構成４市の搬入

量に応じ、各市に持ち帰っていただき、適正に処理あるいは処分等をしていただく計

画といたしておりますが、このうち鉄類につきましては事務の簡素化を図る観点から、

組合による資源回収業者への売却処分についても検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に残渣割合についてでございますが、計画施設の説明時に若干の説明不足がござ

いましたので、補足を申し上げます。説明をさせていただいた残渣割合につきまして

は、施設の保管容量の設計においてスペースに余裕を持たせるため、季節変動率を考

慮した場合の割合を説明させていただいたものでございまして、予測されます残渣は

整備計画書に記載の割合でございます。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  次に平成 22 年度における各市の残渣種別ごとの年量でございますが、鉄類の 59 ト
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ンにつきましては、枚方市が 28.1 トン、寝屋川市が 21.5 トン、四條畷市が 3.8 トン、

交野市が 5.6 トンでございます。可燃物の 2,193 トンにつきましては、枚方市 が

1,043.6 トン、寝屋川市が 800.2 トン、四條畷市が 142.8 トン、交野市が 206.4 トン

でございます。不燃物の 176 トンにつきましては、枚方市が 83.8 トン、寝屋川市が

64.2 トン、四條畷市が 11.4 トン、交野市が 16.6 トンでございます。 

  次に選別残渣の具体的な搬出計画についてでございますが、各年度末時点において

各市の搬入量に応じて残渣量を決定してまいりたいと考えております。なお、残渣量

の設定方法等の詳細につきましては、今後、構成４市と調整をしてまいります。 

  次に地域計画における計画収集量の進捗状況についてのご質問でございますが、地

域計画では平成 17 年度予測値と各市の平成 17 年度実績値を比較いたしますと、枚方

市の平成 17 年度実績が 243 トンでございますので、進捗率は約 40％でございます。

寝屋川市では平成 17 年度実績が 4,132 トンでございますので、進捗率は約 98％とな

ります。また、四條畷市が 29 トン、交野市が 149 トンでございますが、地域計画にお

ける計画収集量がゼロであったため、進捗率としてはございません。なお、施設稼働

時点においては、地域計画に掲げる各市の計画収集量の達成を目指してまいりたいと

考えております。 

  次に啓発パンフレットの作成についてのご質問でございます。施設稼働時の搬入物

の品質の統一化とパンフレット作成作業の合理化のため、構成４市共通の啓発パンフ

レットを作成する計画といたしております。パンフレットの構成内容につきましては、

家庭からのペットボトルとその他プラスチック製容器包装の分別排出の方法を主な内

容といたしまして、現在既に全戸収集を実施している寝屋川市の啓発パンフレットを

参考にしながら作成作業に入っているところでございます。 

  具体的には、本年度中に原稿を完成しまして、平成 19 年度当初に印刷発注、平成

19 年度 7 月頃までに構成４市へ納入できるスケジュールを考えております。市民への

配布につきましては、各市ごとの対応ということになると思いますので、よろしくご

理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（三木 静夫君）   扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）   それでは再質問をさせていただきたいと思います。 

  まず１点目の処理フローについてであります。鉄類については組合で売却処分を検

討していると、可燃・不燃については各市持ち帰りというご答弁だったと思います。

私がなぜこのような質問をしたかと申しますと、説明会の折に各市持ち帰りというこ



 30

とになってまいりますと、先ほどのご答弁で分かりますように四條畷市の場合、鉄類

残渣が 3.8 トン、これを日量にすると 10.4 ㎏なんですね。あくまでも計算上ですけど

ね。可燃残渣が 142.8 トン、これが１日当たり 391.2 ㎏です。不燃残渣については 11.4

トンということでありますから、１日当たり 31.2 ㎏なんですね。これを毎日引き取る

ということになると、持ち込むよりも大変だということで、四條畷市でこれは大変な

ことになったなという話をしておったわけであります。そういう意味で鉄類の組合で

の売却の方針ということは大いに評価をさせていただきます。 

  また、可燃・不燃の残渣につきましても毎日引き取って持ち帰るということになっ

てまいりますと、これは非常に、特に四條畷市、交野市の場合ですね、残渣の量から

考えて実に非効率だと私は思います。ご答弁では、年度末時点で各市の搬入量に応じ

て残渣量を決めるというご答弁であったと思います。この考えは説明会の説明とは異

なっておりまして、ある意味では大変効率的で現実的な考えだと判断を私はいたしま

す。構成４市で十分調整・協議の上、費用対効果の観点や作業効率の高い搬出となる

よう強くお願いをしておきます。 

ここで改めて確認をしておきたいと思います。ただいまのご答弁は、毎日残渣を各

市が持ち帰るということではなく、年度末時点で残渣量を搬入量に応じて決定してい

くということは、構成４市が搬入量に応じて順次交互に引き取りを行い、 終的に年

度末時点で各市の搬入量に応じた調整を図ると、このように解釈をしていいのかどう

か、まずお尋ねをいたします。 

  次に平成 17 年度の進捗状況、進行管理についてであります。本組合は構成４市から

その他プラごみの搬入を受けてベールに処理をすることが本来の任務でありまして、

もとより分別収集の取り組みは構成各市の自己責任で進める事業であることは承知を

しております。がしかし、本施設が計画どおり順調に稼働するためには、施設整備計

画や地域計画に基づいた構成４市の収集体制が構築されることが、その前提条件であ

ります。これら構成４市の分別収集の進行管理も本施設組合として適切に把握してい

く必要があると、私はこのように考えます。平成 20 年 2 月の本施設の本格稼働に向け

まして、構成４市における全市全域での分別収集体制の構築は必須要件であります。

今後一層、構成４市の連携を強化し協議を図る中で、進行管理に万全を期していただ

きたい、強くお願いをしておきたいと思います。 

  次に 3 点目の啓発パンフレットについてであります。構成４市共通の啓発パンフレ

ットを作成するとのご答弁でありましたが、評価を申し上げたいと思います。しかし、
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共通パンフレットの作成にあたりましては、分別収集における構成４市の統一基準を

設け、その統一基準に沿った啓発が肝要と考えます。先ほどの局長のご答弁の中にも

搬入品の統一化という言葉が入っていたと、このように思います。この場合、既に市

内全域で分別収集を実施しておられます寝屋川市とモニター地区での分別収集を実施

してこられました枚方市、そして今後モデル地区での試行を実施するとしております

残る 2 市でありますが、交野市は平成 19 年 1 月に試行実施、そして四條畷市は平成

19 年 4 月に試行実施と、構成４市の取り組みに大きな格差があります。構成４市間の

協議は一層密にしなければならないと、私は考えております。 

  また、それぞれの自治体において個別の課題もあると考えます。特にご答弁では、

本年度中に共通パンフレットの原稿を完成させるということでございましたが、来年

3 月末までにパンフレットの原稿を作成するということになるわけで、残された期間

はあと 4 カ月足らずしかございません。この間、構成４市間のペットボトルとその他

プラスチック製容器包装の分別収集の統一基準を作り、そしてパンフレットの原稿を

作成するという手順を踏むことになると考えますが、極めて繁忙なスケジュールにな

ると私は思います。今後、統一基準の作成、啓発パンフレットの原稿作成に向けた構

成４市間の調整会議の計画スケジュールについてお示しをいただきたいと思います。 

  2 点について再度答弁を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（三木 静夫君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   扇谷議員の 2 回目のご質問でございます。処理残渣の

搬出計画についてのお尋ねでございますが、搬出計画につきましてはおおむね議員が

述べられた方法になろうかと私どもは考えております。具体的な搬出計画につきまし

ては、各市が合理的かつ効率的な搬出ができるよう構成４市と十分調整しながら決定

してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  次に啓発パンフレットの原稿作成のスケジュールというような具体的な問題でご質

問をいただいております。本組合が中心になって構成４市の環境担当課の職員とワー

キンググループを形成しております。このワーキンググループにおいてごみ分別方法

の統一基準を検討いたしまして、構成４市の合意を得た上で、それに沿った原稿を作

成していくということになります。今年度は残り 4 カ月余りでございますので、月 2

回のペースで打ち合わせが必要かというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（三木 静夫君）   扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）   それでは 後にお願いをして終わりたいと思います。 
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  まず残渣の引き取りについてであります。説明を受けまして、私は先ほども申し上

げましたが、四條畷市にとりましては搬入もさることながら、残渣の搬出の方が実際

大きな課題になるのではないかと懸念をしておりまして、しかし先ほどご確認いただ

きました。非常に現実的な対応策を検討していただけるというふうに思います。大い

に期待をしたいと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

  それから啓発パンフレット作成における調整会議のスケジュールについてでござい

ます。この点、今回はワーキンググループを設けて月 2 回集中的に取り組むという答

弁をいただきました。各市それぞれ個別の事情を抱えております。また、取り組みの

進捗度合いに先ほども申し上げましたが、温度差があることは事実でございまして、

その辺の事情を十分踏まえた議論をとことん詰めていただきたいと、このように思い

ます。特にペットボトルとその他プラスチック製容器包装の分別収集統一基準づくり、

統一化が議論の軸になると私は考えますが、課題を抱えた自治体を置き去りにするこ

となく、そしてまた見切り発車することのないよう十分議論を煮詰めていただきまし

て、課題がございましたら、その課題に解決の道筋をつけて、結果としてまとめられ

ました統一基準に基づいたパンフレットの作成を強く要望しておきたいと思います。

以上、要望いたしまして、私の質疑を終わらせていただきます。 

○議長（三木 静夫君）   これにて扇谷議員の一般質問を終結します。以上をもって

一般質問を終結いたします。 

  以上をもって本定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。 

  閉会に際し、管理者からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受け

いたします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）   閉会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

  本日ご提案申し上げました案件につきまして慎重ご審議をいただき、いずれも認定、

ご可決を賜りまして誠にありがとうございます。本日賜りましたご意見、ご提言等に

つきましては十分精査をいたしまして、今後の組合運営に活かしてまいりたいと存じ

ますので、議員各位には今後ともご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます

とともに、ますますのご活躍をお祈り申し上げまして、甚だ簡単でございますが、閉

会にあたりましてのお礼のごあいさつとさせていただきます。本日は誠にありがとう

ございました。 

○議長（三木 静夫君）   それでは、閉会にあたりまして私の方からも一言ごあいさ

つを申し上げたいというふうに思います。 
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  本日ここに無事、平成 18 年第 2 回定例会のすべての日程を終えることができました。

議員の皆さん、理事者の皆さん、関係者の皆さんご協力ありがとうございました。心

からお礼を申し上げたいと思います。 

  組合では近々、施設の建設工事に着工されると伺っておりますが、管理者をはじめ

理事者の皆さんにおかれましては引き続き安全に十分留意され、適切かつ円滑な事業

の執行に一層の努力をされんことをお願いいたします。 

  特に朝夕めっきり寒くなりました昨今でございますが、風邪など引かれませんよう

に、どうか体に十分ご自愛いただきますことをお願い申し上げまして、甚だ簡単でご

ざいますが、閉会のあいさつにしたいというふうに思います。 

  以上をもちまして北河内４市リサイクル施設組合議会平成 18 年第 2回定例会を閉会

いたします。本日はどうもありがとうございました。 

（午後３時 47 分  閉会） 
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